
全日本柔道選抜体重別選手権大会　大会記録
平成19年～

期日 場所 階級
100kg超級 高井洋平 旭化成 鈴木　龍 日本中央競馬会 片渕慎弥 日本中央競馬会 井上康生 綜合警備保障
100kg級 鈴木桂治 平成管財 穴井隆将 丹利大学職員 猪又秀和 セコム上信越 山本宜秀 明治大学
90kg級 増渕　樹 旭化成 斎藤制剛 旭化成 泉　　浩 旭化成 今井敏博 綜合警備保障
81kg級 塘内将彦 旭化成 小野卓志 了徳寺学園職員 橋口幸治 大阪府警察 吉永慎也 新日本製鐵
73kg級 金丸雄介 了徳寺学園職員 稲澤真人 ダイコロ 大束正彦 東海大学 海老沼聖 警視庁
66kg級 秋本啓之 筑波大学 梅津敏昭 綜合警備保障 鳥居智男 了徳寺学園職員 篠﨑　悠 了徳寺学園職員
60kg級 野村忠宏 ミキハウス 福岡政章 綜合警備保障 江種辰明 警視庁 平岡拓晃 筑波大学
78kg超級 塚田真希 綜合警備保障 薪谷　翠 ミキハウス 杉本美香 コマツ 立山真衣 東海大学
78kg級 中澤さえ 綜合警備保障 穴井さやか 帝京大学 平岡麻美 平成国際大学柔道クラブ 池田ひとみ 埼玉大学
70kg級 國原頼子 淑徳大学 岡明日香 コマツ 今井優子 東海大学 渡邉美奈 コマツ
63kg級 谷本歩実 コマツ 上野順恵 三井住友海上 新改七星 大阪府警察 平井　希 東海大学
57kg級 徳久　瞳 三井住友海上 七篠　晶 警視庁警察学校 佐藤愛子 了徳寺学園職員 宮本樹理 了徳寺学園職員
52kg級 西田優香 淑徳大学 横澤由貴 三井住友海上 宝　寿栄 コマツ 君島奈津子 警視庁
48kg級 福見友子 筑波大学 谷　亮子 トヨタ自動車 山岸絵美 三井住友海上 中村美里 渋谷教育学園渋谷高校
100kg超級 井上康生 綜合警備保障 生田秀和 綜合警備保障 棟田康幸 警視庁 片渕慎弥 日本中央競馬会
100kg級 鈴木桂治 平成管財 穴井隆将 天理大学職員 猪又秀和 セコム上信越 竹谷知記 警視庁
90kg級 泉　　浩 旭化成 今井敏博 綜合警備保障 西山将士 新日本製鐵 増渕　樹 旭化成
81kg級 小野卓志 了徳寺学園職員 加藤博剛 千葉県警察 仲田直樹 まるや接骨院 高松正裕 旭化成
73kg級 金丸雄介 了徳寺学園職員 大束正彦 旭化成 稲澤真人 ダイコロ 粟野靖浩 筑波大学
66kg級 内柴正人 旭化成 寺居高志 旭化成 秋本啓之 了徳寺学園職員 鳥居智男 了徳寺学園職員
60kg級 平岡拓晃 了徳寺学園職員 浅野大輔 自衛隊体育学校 野村忠宏 ミキハウス 江種辰明 警視庁
78kg超級 塚田真希 綜合警備保障 立山真衣 東海大学 杉本美香 コマツ 駒木奈緒美 綜合警備保障
78kg級 穴井さやか 帝京大学 平岡麻美 平成国際大学柔道クラブ 池田ひとみ 自衛隊体育学校 堀江久美子 兵庫県警察
70kg級 岡明日香 コマツ 國原頼子 自衛隊体育学校 上野雅恵 三井住友海上 渡邉美奈 コマツ
63kg級 上野順恵 三井住友海上 谷本歩実 コマツ 小澤理奈 山梨学院大学 谷本育実 コマツ
57kg級 松本　薫 帝京大学 佐藤愛子 了徳寺学園職員 牧志津香 筑波大学 宇髙菜絵 コマツ
52kg級 中村美里 三井住友海上 横澤由貴 三井住友海上 君島奈津子 警視庁 垣田恵利 武庫川女子大学
48kg級 山岸絵美 三井住友海上 谷　亮子 トヨタ自動車 浅見八瑠奈 山梨学院大学 宝真由美 コマツ
100kg超級 高橋和彦 新日本製鐵 佐藤武尊 了徳寺学園職員 棟田康幸 警視庁 高井洋平 旭化成
100kg級 穴井隆将 天理大学職員 猪又秀和 セコム上信越 野田嘉明 旭化成 小林大輔 日本大学
90kg級 西山将士 新日本製鐵 小野卓志 了徳寺学園職員 齋藤　俊 新日本製鐵 矢嵜雄大 了徳寺学園
81kg級 高松正裕 桐蔭学園高校教員 塘内将彦 旭化成 中井貴裕 流通経済大学 海老泰博 東海大学
73kg級 大束正彦 旭化成 金岡真司 警視庁 粟野靖浩 筑波大学 中矢　力 東海大学
66kg級 内柴正人 旭化成 江種辰明 警視庁 篠﨑　悠 國學院大学久我山中・高教員 荘司和大 WIN NET TECHNOLOGY
60kg級 平岡拓晃 了徳寺学園職員 福岡政章 綜合警備保障 室岡政典 福岡県警察 秋元希星 了徳寺学園職員
78kg超級 杉本美香 コマツ 塚田真希 綜合警備保障 石山麻弥 帝京大学 田知本愛 東海大学
78kg級 岡村智美 コマツ 中澤さえ 綜合警備保障 池田ひとみ 自衛隊体育学校 長瀬めぐみ ぎふ柔道クラブ24
70kg級 渡邉美奈 コマツ 岡明日香 コマツ 田知本遥 東海大学 國原頼子 自衛隊体育学校
63kg級 上野順恵 三井住友海上 谷本歩実 コマツ 田中美衣 仙台大学 平井　希 自衛隊体育学校
57kg級 松本　薫 帝京大学 宇髙菜絵 コマツ 佐藤愛子 了徳寺学園職員 徳久　瞳 三井住友海上
52kg級 西田優香 了徳寺学園職員 中村美里 三井住友海上 君島奈津子 警視庁 加賀谷千保 山梨学院大学
48kg級 福見友子 了徳寺学園職員 山岸絵美 三井住友海上 伊部尚子 筑波大学 浅見八瑠奈 山梨学院大学
100kg超級 鈴木桂治 国士舘大学教員 上川大樹 明治大学 百瀬　優 国士舘大学 石井竜太 日本中央競馬会
100kg級 穴井隆将 天理大学職員 高木海帆 東海大学 今井敏博 綜合警備保障 小林大輔 綜合警備保障
90kg級 小野卓志 了徳寺学園 西山大希 筑波大学 西山将士 新日本製鐵 吉田優也 東海大学
81kg級 中井貴裕 流通経済大学 高松正裕 桐蔭学園高校職員 松本雄史 兵庫県警察 河原正太 京葉ガス
73kg級 秋本啓之 了徳寺学園職員 粟野靖浩 筑波大学 西岡和志 京葉ガス 中矢　力 東海大学
66kg級 海老沼匡 明治大学 前野将吾 東海大学 田中浩平 筑波大学 小倉武蔵 筑波大学
60kg級 平岡拓晃 了徳寺学園職員 福岡政章 綜合警備保障 浅野大輔 自衛隊体育学校 秋元希星 了徳寺学園職員
78kg超級 杉本美香 コマツ 塚田真希 綜合警備保障 山部佳苗 山梨学院大学 田知本愛 東海大学
78kg級 岡村智美 コマツ 佐藤瑠香 コマツ 緒方亜香里 筑波大学 穴井さやか ミキハウス
70kg級 國原頼子 自衛隊体育学校 飯田有香 山梨学院大学 渡邉美奈 コマツ 田知本遥 東海大学
63kg級 上野順恵 三井住友海上 田中美衣 ぎふ柔道クラブ24 小澤理奈 ミキハウス 谷本育実 コマツ
57kg級 宇髙菜絵 コマツ 松本　薫 フォーリーフジャパン 佐藤愛子 了徳寺学園職員 徳久　瞳 三井住友海上
52kg級 中村美里 三井住友海上 西田優香 了徳寺学園職員 森本奈々美 了徳寺学園職員 橋本優貴 金沢学院大学
48kg級 福見友子 了徳寺学園職員 浅見八瑠奈 山梨学院大学 伊部尚子 ぎふ柔道クラブ24 山岸絵美 三井住友海上
100kg超級 上川大樹 明治大学 鈴木桂治 国士舘大学教員 立山広喜 日本中央競馬会 高橋和彦 新日本製鐵
100kg級 穴井隆将 天理大学職員 本郷光道 フォーリーフジャパン 西潟健太 旭化成 高木海帆 東海大学
90kg級 穴井亮平 了徳寺学園職員 加藤博剛 千葉県警察 小野卓志 了徳寺学園職員 吉田優也 東海大学
81kg級 高松正裕 桐蔭学園高校教員 川上智弘 國學院大学 松本雄史 兵庫県警察 河原正太 京葉ガス
73kg級 粟野靖浩 了徳寺学園職員 齋藤　涼 旭化成 秋本啓之 了徳寺学園職員 六郷雄平 明治大学
66kg級 海老沼匡 明治大学 吉田惟人 東海大学 髙上智史 日本体育大学 清水健登 山梨学院大学
60kg級 平岡拓晃 了徳寺学園職員 石川裕紀 了徳寺学園職員 松木武志 国士舘大学 三枝智哉 明治大学
78kg超級 杉本美香 コマツ 石山麻弥 丸順 白石のどか フォーリーフジャパン 市橋寿々華 大阪府警察
78kg級 池田ひとみ 自衛隊体育学校 平岡麻美 平成国際大学柔道クラブ 緒方亜香里 筑波大学 岡村智美 コマツ
70kg級 國原頼子 自衛隊体育学校 大野陽子 立命館大学 飯田有香 まるや接骨院 上野巴恵 三井住友海上
63kg級 阿部香菜 三井住友海上 谷本育実 コマツ 小澤理奈 ミキハウス 田中美衣 了徳寺学園職員
57kg級 松本　薫 フォーリーフジャパン 平井　希 自衛隊体育学校 岩田千絵 コマツ 塩瀬絢子 三井住友海上
52kg級 中村美里 三井住友海上 橋本優貴 金沢学院大学 塚原理早 環太平洋大学 浅海静香 JR東日本スポーツ
48kg級 山岸絵美 三井住友海上 浅見八瑠奈 コマツ 近藤　香 日本生命保険 福見友子 了徳寺学園職員
100kg超級 七戸　龍 九州電力 上川大樹 京葉ガス 王子谷剛志 東海大学 石井竜太 日本中央競馬会
100kg級 穴井隆将 天理大学職員 浅沼拓海 国士舘大学 熊代佑輔 ALSOK 七戸　虎 福岡大学
90kg級 加藤博剛 千葉県警察 西山将士 新日鐵住金 吉田優也 旭化成 西山大希 筑波大学
81kg級 中井貴裕 流通経済大学 川上智弘 國學院大學職員 海老泰博 旭化成 長島啓太 日本中央競馬会
73kg級 中矢　力 ALSOK 大野将平 天理大学 齋藤　涼 旭化成 大束匡彦 旭化成
66kg級 海老沼匡 パーク24 森下純平 筑波大学 髙上智史 日本体育大学 福岡政章 ALSOK
60kg級 平岡拓晃 了徳寺学園職員 志々目徹 日本体育大学 木戸慎二 日本体育大学 山本浩史 ALSOK
78kg超級 杉本美香 コマツ 山部佳苗 井坂希望 田知本愛 ALSOK
78kg級 緒方亜香里 筑波大学 池田ひとみ 自衛隊体育学校 穴井さやか ミキハウス 濱田尚里
70kg級 田知本遥 東海大学 ヌンイラ華蓮 環太平洋大学 今井優子 了徳寺学園職員 國原頼子 自衛隊体育学校
63kg級 上野順恵 三井住友海上 田中美衣 了徳寺学園職員 安松春香 太田晴奈
57kg級 宇髙菜絵 松本　薫 フォーリーフジャパン 大友真貴子 平井　希
52kg級 中村美里 三井住友海上 西田優香 了徳寺学園職員 橋本優貴 宮川拓美
48kg級 福見友子 了徳寺学園職員 岡本理帆 遠藤宏美 山岸絵美 三井住友海上
100kg超級 七戸　龍 九州電力 上川大樹 京葉ガス 王子谷剛志 東海大学 石井竜太
100kg級 小野卓志 了徳寺学園職員 熊代佑輔 ALSOK 柴﨑裕亘 福岡県警察 小林大輔 ALSOK
90kg級 加藤博剛 千葉県警察 吉田優也 旭化成 近藤拓也 筑波大学 下和田翔平 京葉ガス
81kg級 丸山剛毅 天理大学 安田知史 天理大学 海老泰博 旭化成 小原拳哉 東海大学
73kg級 中矢　力 ALSOK 西山雄希 筑波大学 中村剛教 大阪府警察 大野将平 天理大学
66kg級 福岡政章 ALSOK 海老沼匡 パーク24 髙上智史 日本体育大学 森下純平 了徳寺学園職員
60kg級 川端　龍 了徳寺学園職員 石川裕紀 了徳寺学園職員 髙藤直寿 東海大学 山本浩史 ALSOK
78kg超級 白石のどか JR東日本女子柔道部 山部佳苗 ミキハウス 田知本愛 ALSOK 朝比奈沙羅 渋谷教育学園渋谷高校
78kg級 佐藤瑠香 コマツ 緒方亜香里 了徳寺学園職員 西田香穂 山梨学院大学 穴井さやか ミキハウス
70kg級 ヌンイラ華蓮 環太平洋大学 大住有加 JR東日本女子柔道部 前田奈恵子 帝京大学 今井優子 了徳寺学園職員
63kg級 阿部香菜 三井住友海上 田中美衣 了徳寺学園職員 津金　恵 松商学園高校 田代未来 コマツ
57kg級 平井　希 自衛隊体育学校 大友真貴子 コマツ 小野彰子 龍谷大学 宇髙菜絵 コマツ
52kg級 橋本優貴 コマツ 西田優香 了徳寺学園職員 志々目愛 帝京大学 五味奈津実 JR東日本女子柔道部
48kg級 浅見八瑠奈 コマツ 山﨑珠美 山梨学院大学 遠藤宏美 筑波大学 伊部尚子 常翔学園教員

福岡国際センター

平成23年4月2、3日 福岡国際センター

平成20年4月5、6日 福岡国際センター

平成25年5月11、12日 福岡国際センター

平成24年5月12、13日 福岡国際センター

福岡国際センター

優勝 ２位 ３位

平成21年4月4、5日 福岡国際センター

平成19年4月7、8日

平成22年4月3、4日


